
令和 4年度 全国中学校体育大会 ・ 第 52回 全国中学校剣道大会 

【ご宿泊・お弁当のご案内】 
≪１、基本方針≫ 

第 52回全国中学校剣道大会の宿泊・昼食弁当の確保を万全に期することを目的とし、次のように定めます。 

（１） 全国中学校剣道大会釧路実行委員会（以下、「実行委員会」という）の基本方針に従って実施します。 

（２） この要項の適用対象者は、第 52回全国中学校剣道大会に参加する選手・監督・コーチ・引率教員・役員・視察員としま

す。 

（３） 本大会参加者は、指定宿舎に宿泊することとします。指定宿泊以外の宿泊の利用は、原則認められません。指定外の

宿舎を利用した場合、緊急の通達ができず、また必要書類の受け渡しができないことが予想されます。尚、指定宿舎の

変更は原則として認めません。変更によって生じた全ての紛議や損失は、任意に宿舎を変更した団体がその責任を負う

ことになります。 

（４） 宿泊・弁当に関しては、実行委員会が指定した「株式会社日本旅行北海道釧路支店」が担当します。必ず日本旅行北海

道釧路支店を通じて申し込みを行ってください。 

（５） 新型コロナウイルス感染症対策については、業種別ガイドラインに則った対策を講じます。 

各宿泊施設の新型コロナウイルス感染症対策の資料を、大会参加ウェブ受付システム「アポロン」上に掲載しておりま

す。ご確認お願いいたします。 

≪２、ご宿泊について≫ 

■宿泊設定日      2022年 8月 18日（木） ・ 8月 19日（金） ・ 8月 20日（土） ・ 8月 21日（日）  4泊 

■ご宿泊プラン    お一人様あたり（消費税・サービス料込み）／1泊 2食または 1泊朝食付き 

区分 ホテル名（地図番号） 部屋タイプ 食事条件 旅行代金 

Ａ 
釧路プリンスホテル（1） 

ANA クラウンプラザホテル釧路（2） 

ラビスタ釧路川（3） 

1～3名 1室利用 

（シングル・ツイン・トリプル） 

※ラビスタ釧路川は 1泊朝食のみの対応となります。 

1泊 2食 16，500円 

1泊朝食 15，000円 

Ｂ ホテルルートイン釧路駅前（4） 1～2名 1室利用（シングル・ツイン） 
1泊 2食 13，800円 

1泊朝食 12，300円 

Ｃ 

ホテルパコ釧路（5） 

ホテル WBF釧路（12） 

1～2名 1室利用 

（シングル・ツイン） 
1泊朝食 12，300円 

ホテルエリアワン釧路（6） 
1名～3名１室利用 

（シングル・ツイン・トリプル・和室） 

Ｄ 
スーパーホテル釧路駅前（7） 

スーパーホテル釧路天然温泉（8） 

1名 1室利用（シングル） 

2名 1室利用（2段ベッド） 1泊朝食 10，800円 

釧路ロイヤルイン（14） 1～2名 1室利用（シングル・ツイン） 

Ｅ 

コンフォートホテル釧路（9） 

東横イン釧路十字街（10） 

ホテルアクシアイン釧路（11） 

駅前ホテルパルーデ釧路（13） 

1～2名 1室利用 

（シングル・ツイン） 
1泊朝食 9，000円 

Ｆ 
ラスティングホテル（15） 

ホテルマーシュランド（18） 

山花温泉リフレ（19） 

1～4名１室利用 

（シングル・ツイン・トリプル・和室） 

1泊 2食 10，500円 

1泊朝食 9，000円 

G 
ビジネスホテル桶谷（17） 1～2名 1室利用（シングル・ツイン） 

1泊朝食 8，000円 
ビジネスホテルフロンティア（16） 

1～4名１室利用 

（シングル・ツイン・トリプル・和室） 

H 

赤いベレー（20） 

ホテル阿寒湖荘（24） 

ニュー阿寒ホテル（25） 

ホテルグリーンパークつるい（22） 

ホテルまつや（23） 

すみれ旅館（26） 

ホテル千友館（27） 

1～5名１室利用 

（シングル・ツイン・和室） 
1泊 2食 9，900円 

I Villaあしはら（21） 
１名１室利用（シングル） 

2～5名１室利用（2段ベッド） 
1泊 2食 8，250円 

■最少催行人員：1名 ■添乗員：同行しません。 ■利用予定ホテル：上記参照 

■食事：朝 1回・昼 0回・夕 1回（又は朝 1回・昼 0回・夕 0回） 



◎C・D・E・G区分希望で 1泊 2食（夕食のお手配）ご希望の場合は夕食用お弁当をお申込みください。 

ホテルにお弁当を配達いたします。 

◎大会期間中、釧路市内宿泊施設大変混雑している事から申込み状況によってはご希望以外の区分での配宿またはホテ

ル一覧以外の宿泊施設にて配宿となる場合もございます。あらかじめご了承お願い致します。 

配宿およびご利用客室タイプは弊社にご一任下さいますようお願いします。 

（原則、引率：シングル（1名 1室）／生徒： 2名以上 1室またはシングルの手配を予定しております） 

◎利用客室は極力禁煙ルームにて提供いただくようホテルに要請します。しかしながら大変混雑が予想される事から喫煙 

  可能な客室を使用する場合もございます。その際は消臭対応となりますのであらかじめご了承いただきますようお願いい

たします。 

◎【女子団体戦に出場される皆様へ】8月 17日（水）の宿泊を希望される場合、アポロン又は専用申込用紙からお申込みを

お願いいたします。（４．.お申込み方法をご参照ください。） 

 

■宿泊プランスケジュール    ※1泊朝食プランのみの施設もございます。 

日次 行 程 朝 昼 夕 

初日 自宅 ・・・・・・・・・各自（お客様負担）・・・・・・・・・釧路市内 宿泊施設 （泊） × × ▲※ 

中日 自宅 ・・・・・・・・・各自（お客様負担）・・・・・・・・・釧路市内 宿泊施設 （泊） 〇 × ▲※ 

最終日 釧路市内 宿泊施設 ・・・・・・・・・各自（お客様負担）・・・・・・・・・ 自宅 〇 × × 

 

≪３、お弁当について≫ 

■昼食用お弁当  1食（お茶付） （大会会場で配布）  

■ご提供日 8月 19日（金） ・ 8月 20日（土） ・ 8月 21日（日）  

申込記号 内 容 金 額 

A 通常弁当 950円（税込） 

B アレルギー対応弁当  950円（税込） 

□お弁当の内容につきましては申込専用ホームページに掲載しております。 

□大会会場内に受け渡し場所を設置し、弊社社員（＋お弁当業者）がお弁当のお渡し業務（空き容器回収）を行ないます。 

□お弁当引換券を発行致します。当日お弁当受け取りの際にご持参ください。 

□当日販売は行いません。 

 

■夕食用お弁当  （ホテル区分： Ｃ・Ｄ・Ｅ・G 対象） １食（お茶付）  

■ご提供日 8月 17日（水） ・ 8月 18日（木） ・ 8月 19日（金） ・ 8月 20日（土） ・ 8月 21日（日）  

申込記号 Ｃ 1，200円（税込） 

□お弁当の内容につきましては申込専用ホームページに掲載しております。 

□宿泊ホテルに 17：00～18：00の間にお届けいたします。（不在の際はフロントに預けさせていただきます。） 

 

≪４、お申込方法≫    下記いずれかの方法でお申込みください。 

① 申込専用ホームページ【大会参加 WEB受付システム≪ Apollon(アポロン) 】よりお申込みお願いします。 

ＵＲＬ →http://va.apollon.nta.co.jp/zenchu_kendo2022/ 
（大会ホームページおよび日本旅行北海道釧路支店のホームページにリンク記載） 

下記申込締切日までにアクセスの上、お手続き下さい。操作方法・手続き方法はトップページに掲載しております。 

② WEB環境が整っていない場合は専用申込用紙に記入し、FAXでのお申込みをお願いします。 

                  

≪５、申込締切日≫     2022年 8月 1日（月）23時 59分迄 

※上記締切日は地区予選の最終開催日にあわせて記載しております。先着順ではございませんが出場決定次第お早めに

申込みいただきますようお願いします。 

 

≪６、受付回答・宿泊施設確定≫       

皆様のお申込完了後、配宿作業を行い、8月 8日（月）までにご回答申し上げます。 

① 申込専用ホームページよりお申込の方  回答メールが着信します。以降、その後の手続き操作が可能となります。 

② FAXでお申込の方         弊社より FAXにてご予約確認書面・ご請求書をお送り致します。 

 

≪７、お支払方法≫    予約確認書をご確認の上、8月 12日（金）までにお支払いお願い致します。 

① コンビニエンスストアでのお支払い ②銀行振込みでのお支払い よりご選択いただけます。 



（FAXでお申し込みの方は銀行振込みのみの対応となります。） 

回答からお支払いまでの期間が短く大変申し訳ございません。ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

≪８、領収書について≫  お支払い手続き完了後、「申込専用ホームページ」より発行可能です。 

領収書の分割等も、「申込専用ホームページ」内で対応可能です。お客様ご自身で操作、発行お願いします。 

なお、発行操作は 1回のみ可能となっております。 

 

≪９、変更・取消≫      

① 申込専用ホームページよりお申込の方、WEBにて操作お願いします。申込期間終了後は変更・取消はホームページ 

からは受け付けておりません。ホームページ内「連絡掲示板」又は、メールにて連絡お願いします。 

 

② FAXでのお申込の方、変更内容を記載し、FAXにてご連絡ください。 

※お電話での変更・取消は承れません。 

※取消（変更の場合も含まれます）につきましては、下記キャンセルを申し受けます。 

※変更・取消によって生じたご返金につきましては、大会終了後 9月末までに、振込手数料を差引いてご指定の 

銀行口座へ送金させて頂きます。 

 

≪１０、お取消料（ご変更の場合も含まれます）≫ 

お申込内容確定後、お客様の都合で取消及び変更されるときは、下記の金額を取消料として申し受けます。 

ホテル予約・お弁当の変更、取消は弊社の営業日・営業時間内にご連絡いただいた時点が基準となります。 

取消日 宿泊キャンセル料 お弁当キャンセル料 

宿泊日の 4日前まで 無料  

ご利用日前日の 14：00迄 無 料 

14：00以降 全 額 

宿泊日の 3日前～前日 旅行代金の 20％ 

宿泊当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後の解除または 

無連絡不泊の場合 
旅行代金全額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行と取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関して 

ご不明な点があれば、ご遠慮無く上記の取扱管理者にお尋ねください。当該旅行の説明をさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旅行企画・実施】 
観光庁長官登録旅行業第 1674号・ＪＡＴＡ（社）日本旅行業協会会員 

株式会社日本旅行北海道 
〒060-0061 札幌市中央区南 1条西 4丁目日本旅行札幌ビル 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
【お申込み・お問合せ】 

株式会社日本旅行北海道 釧路支店 
〒085－0027 釧路市仲浜町５番１５号 

ＴＥＬ：（０１５４）９９－９４６０  ＦＡＸ：（０１５４）９９－９９７７ 

営業時間 平日 10:00～17:00 （土・日・祝日は休業） 

総合旅行業務取扱管理者 益村 暢生 

担当者 森田 真千乃 ・ 梶 兼太朗 ・ 近江谷 真吾 ・ 大村 敦 

個人情報の取扱いについて 
当社は、お申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただ
くほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示する事はあり
ません。 

P コード：北海道 22033         

] 


